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「この本だいすき！」 
ふせんに好きな本の題名や一言メッセージを書いて紹介してください。 

大人の参加も大歓迎です。お子さんと一緒に読んで楽しかった本など 

思い出の一冊をぜひ紹介してください。 

期間：5 月 31 日（木）まで 

場所：西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館 

 

潟東図書館 「わたしはだれでしょう？」 

絵本や物語の主人公をあてるクイズです。 

参加者にはオリジナルしおりをプレゼント！ 

期間：５月３１日（木）まで 

場所：潟東図書館 児童コーナー 

対象：幼児から小学生  

 

岩室図書館 ～活動報告～ 

４月 28日（土）、岩室図書館おはなしのへやにて 

「お絵かき＆読み聞かせスペシャル」を行いました。 

18 名の参加者がおはなしのじかんを楽しんだ後に、 

まほうのクレヨンを使ってガラスにお絵かきをしました。 

秋の読書週間でも開催する予定です。 

 

 

  

 
平成 30 年 5 月（隔月発行） 

たのしいコンサート＆ミニオペラ 「ヘンゼルとグレーテル」 
名作オペラ「ヘンゼルとグレーテル」を短くまとめ、コンサートと共におとどけ！ 

新潟のすてきなオペラ歌手、音楽家たちが歌ってかけ回るゆかいなステージです♪ 

会場：西川多目的ホール（図書館と同じ建物内にあります） 全席自由 

日時：7 月１日（日） 

   午後 1：30 開場 

      2：00 開演  

      4：00ごろ終了予定 

お問い合わせ：西川図書館（TEL：0256-88-0001） 

たくさん紹介して 

くれてありがとう！ 

？ 

新潟市教育委員会 

新潟オペラスタジオ 

      共催 

西川図書館 

児童コーナー 

？ 
？ 

料金：大人  1,500円 
（当日 2,000 円） 

   小学生  500 円 

   未就学児  無料 

 

コダイマル様（曽根）、 

カワイ楽器様（巻甲）、 

りゅーとぴあ など 

各プレイガイドで 

チケットを販売中 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川図書館 司書  齋藤 
西川図書館 

  学校図書館支援センター 乙川 

潟東図書館 司書 小林 巻図書館 司書  小林 巻図書館 司書  齋藤 

 

 

 

 

 

 

 

このほかに庶務の職員として、西川図書館の小林と岩室図書館の足立が着任しました。 

心をこめて、よりよい図書館づくりを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

今年度から西川図書館で行政書士無料相談会を行います。 

相続・遺言・エンディングノートについて、行政書士が相談に応じます。お気軽にお申込みください。 

 

時 間：①午後 2 時から 3 時 ②午後 3 時から 4時 

会 場：西川図書館カウンターまでお越しください 

申込み：電話（0256-88-0001）または窓口で受付。 

    先着順。1度に複数のコマの予約はできません。 

西川図書館 館長 祖父江 陽子 

 皆さま初めまして！この 4 月に、中央図書館より異動してまいりました、祖父江（そぶえ）と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 バイパスを降り、マイカーの窓から見える山々や田んぼの様子を眺めていると、日々移りゆく季節が感じ

られ、とても贅沢な気分で通勤していますが、歩くことが少なくなり、自身の体重が豊かになりつつあるの

が目下の悩みです。人口減少や厳しい財政状況など、図書館を取り巻く環境も刻々と変化していますが、知

恵と工夫を凝らしながら、区民の皆さまとともに成長する図書館でありたいと思っています。 

 図書館は、過去・現在・未来をつなぐ情報の宝庫です。くらしの課題のヒントが欲しいとき、ちょっと人

生に迷ったときなど、きっと図書館がお役に立てる場面があるかと思います。そんなときは大いに地域の図

書館を利用してください。職員一同、心よりお待ちしております。 

中央図書館より異動して参りました。西蒲区の図書館に

勤めるのは初めてで、自然豊かな環境の中で勤務できる 

ことを嬉しく思っています。よろしくお願いいたします。 

おすすめの本：『あさの絵本』 

中央区・鳥屋野図書館より異

動してまいりました。西蒲区

の図書館ははじめてです。よ

ろしくお願いいたします。 

おすすめの本：『聖の青春』 

子どもたちの読書や授業に図書館を役立て

てもらうため、頑張りたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

おすすめの本：『大きな森の小さな家』 

初めて西蒲区で勤務することになり

ました。自然や文化、おいしい食べ

物など、西蒲区の魅力に触れる機会

が増えて、とても嬉しいです。 

おすすめの本：『アラスカ光と風』 

豊かな自然と、巻の「鯛車」

に囲まれた図書館でお仕事が

でき、とても嬉しいです！ 

よろしくお願いいたします。 

おすすめの本：『百年の家』 

 

行政書士無料相談会を行います 
 

開催日：6 月 13 日 

７月 11 日 

10 月 10 日 

11 月 14 日 

（いずれも第２水曜日） 



 

『生きものお宅拝見！』 北村雄一／著 保育社 2011 年 

 生きものたちの多彩な住処を紹介した一冊です。一口に住処といっても、ハチの巣や

ツバメの巣など身近なものから、葉っぱをクモの糸で縫ってつくったオナガサイホウチ

ョウの巣や、水上に浮かぶカイツブリの巣といった変わったものまで、その形態は様々

です。意外と知らない生きものたちの住処を覗いてみませんか？ 

＜巻図書館 山田＞ 

 

 

『あおのじかん』 イサベル・シムレール／文・絵 石津ちひろ／訳 岩波書店 2016 年 

 太陽が沈み、少しずつ夜の闇へと変わっていく空の色。夜を迎える準備をするアオ

カケスやアオガラなどの青い生きものたち。だんだんと濃い青になっていく空の色が

生きものたちをやさしく包み込み、日没から夜へと流れる穏やかな時間を美しく描い

ています。静かな語りとともに「あおのじかん」を味わってみてください。 

＜西川図書館 学校図書館支援センター 乙川＞ 

 

 

『世界のお墓 Graves in the World』ネイチャー＆サイエンス／構成・文 幻冬舎 2016 年 

 お墓の「静かで殺風景でちょっと怖い」なんてイメージを覆してくれる、楽し

いガイドブックです。地域や民族、宗教によって葬送のスタイルは全く異なり、

カラフルなお墓、陽気なお墓、奇妙なお墓など一度は見てみたいお墓が多数紹介

されています。表紙の素敵なレリーフをよく見ると実は……？ 答えはぜひ本を

ご覧ください！                   ＜潟東図書館 宗村＞ 

 

 

『晴子情歌』上・下 髙村薫／著 新潮社 2002 年 

 昭和５０年、インド洋で漁船員として働く彰之。日本を遠く離れている彼のもとに、

母晴子から幾通もの手紙が送られ続けます。そこには、東京で過ごした幼少期、両親の

死、青森での奉公生活、権力と財力を持つ一族の男との結婚など、波乱に満ちた母の半

生が綴られています。読みごたえ十分な長編小説です。  ＜岩室図書館 本間＞ 

  

巻図書館蔵書点検のお知らせ 

6 月 27 日（水）から7 月４日（水）まで、 

巻図書館は蔵書点検のため閉館いたします。 

それにともない、6月 13 日（水）から貸出期間が 3 週間となります。 

なお、休館中も返却ポストにお返しいただけます。（AV資料を除く） 

絵本 

児童書 

巻が夏、潟東が冬に 

蔵書点検を行います 

たいぐるま 

リードくん かもんちゃん 

去年までとは 

逆になるんだね 



 

 

 

としょかん博士 

岩室図書館 

シンボルマーク かもんちゃん 
たいぐるま 

リードくん 

定期事業一覧（すべて申込み不要です） 

西川図書館ブッククラブ 
 お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？ 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2 時 から 4 時 

会場：西川学習館 ２階 研修室 

 

西蒲区の本の森 

 

図書館 おはなしのじかん 対象 赤ちゃんタイム 

西川 

毎週火曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 
毎週土曜日   午後２時 から ２時30分 

毎週日曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

岩室 毎週土曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日 

午前 10 時 から 正午 潟東 
第１・３土曜日 午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日   午前 11 時 30 分 から 正午 ０から２歳 

巻 
毎週金曜日   午前 11 時 から11時 30 分 乳幼児から 

毎週金曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 第２・４日曜日 午後 2時 から2時 30 分 
幼児（およそ3歳）

から 

  
西川図書館  

西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

○開館日 

・月から木，土曜日：10 時から 19 時 

・日曜日，祝日：10 時から 17 時 

○休館日 

・毎週金曜日 

・第１水曜日（図書整理日） 

・蔵書点検期間 

・年末年始（12 月 29日から 1 月 3 日） 

     

岩室図書館 
西蒲区西中 889-1 

TEL 0256-82-4433 

 潟東図書館 
西蒲区三方 10 

TEL 0256-70-5141 

 

 
巻図書館 
西蒲区巻甲 4262-1 

TEL 0256-73-5066 
  

○開館日 

・火から金曜日：10時 から19 時 

・土，日曜日：10 時 から17 時 

○休館日      ・毎週月曜日   ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日曜日が祝日の場合は開館、火曜日休館 

    月曜日が祝日の場合は、月・火曜日休館） 

・蔵書点検期間   ・年末年始（12 月 29 日から 1月 3日） 

5 月 19日のテーマは「大人も子どもも楽しめる本」 

6 月 16日のテーマは無し（自由） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 


